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野沢温泉村観光 ヒア リング調査報告
狩野美知子・大脇

史恵

は じめに
静岡大学人文社会科学部経済学科 の教員 か らなる観光研究 プ ロジェク ト・ チームは、今年度 は伊豆
地域 との比較対照先 として野沢温泉村 を選び、ヒア リング調査1を 行 つた。海 に囲まれてい る伊豆地域
と異 な り、野沢温泉村は山に囲まれた地域 であるため観光資源 が異なつた ものとな り、観光を取 り巻
く環境 も異なってい ると考えられ るが、東京駅か ら約 3時 間で到着す る同村は、伊豆地域でみると下
田市までの移動時間 とほぼ同 じとなつてい るため、競合する温泉地の 1つ として考えられ る。北陸新
幹線飯山駅 の開業 も控 え、伊豆地域 の観光振興 に何 らかの示唆が与えられ ることを期待 し、下記 日程
で調査を実施 した。
一般社団法人野沢温泉観光協会】
【
日時 :9月 2日 (火 )13:00〜
応対者 :事 務局長

森 博美氏

野沢温泉旅館 ホテル事業協同組合2】
【
日時 :9月 2日 (火 )15:00〜
応対者 :理 事長

片桐

恵理氏

株式会社野沢温泉3】
【
日時 :9月 3日 (水 )9:00〜
応対者 :取 締役総支配人 河野 智春氏
野沢温泉村役場観光産業課】
【
日時 :9月 3日 (水 )10:50〜
応対者 :商 工観光係長兼観光施設係長

笹岡 博人氏

なお、本稿 をまとめるにあた り、全体を取 りまとめる村役場観光産業課、それを財源・集客面で支
えるスキー場、広報・ 宣伝面で支える観光協会、観光産業 の中心をなす旅館組合 といった位置づ けの
もと、順番を入れ替 えている。これまでの調査 と同様 に、事前 に、観光 の現状、観光振興 の取 り組み、
近隣地域・団体 との連携、
外国人観光客や北陸新幹線飯山駅開業 の影響 といつた質問項 目を送付 した。
また、観光協会 と旅館組合は第 3種 旅行業 に登録4し てぃたため、登録 の理由やそのメ リッ トについて
も質問項 目として追カロした。

1今 回 の ヒア リング調査 を含 めた 2014年 度 の観 光研究 プ ロジ ェ ク トに対 し、静岡大学人 文社会科学部 よ り
研 究資金 の助成 を受 けた。 また 、 ヒア リング調 査 にご協力 いただいた方 々 に感謝 の意 を表す る。
2通 称 「野沢温泉旅館組合」。本稿 では、これ以降は こち らの通称 を用 いて 「旅館組合」と表記す る。なお、
同旅館組合 は、「野沢温泉湯探歩 (ゆ たんぽ)観 光」 の名称 で第 3種 旅行業 の登録 を行 つてい る。
3野 沢温泉 ス キー場 の運営 を行 ってい る企業名。本稿では、 これ以降は 「スキー 場」 と表記す る。
4観 光協会 は、2014年 6月 に第 2種 旅行業 の登録 を していた ことが 、 ヒア リング調 査 の過程 で分 かつた。
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1.野 沢温泉 村役場観光産業課
(1)野 沢温泉 の概要
1956年 、旧野沢温泉村 と市川村が合併 して現在 の野沢温泉村 が誕生 した。野沢温泉村 (2012)に
よれば、人 口は 3,779人 (2011年 10月 1日 現在)で 、その うちの 3割 強を 65歳 以上の老年人 口が
占める超高齢化 の村 である。産業別人 口をみると、全就業者 2,059人 (平 成 22年 10月 1日 現在)の
うち飲食店・宿泊業の就業者が 25%(519人 )を 占め、次いで農業 15%(300人 )、 卸売・小売業 13%
(269人 )の 順 となってい る。調査時の 「兼業農家が多 く、8害 1く らいが観光 に関わつてい る」 とい
う声か らもわか るように、飲食店・宿泊業だけではなく上産品の製造・ 販売 も考慮すると観光産業 の
占める割合が大きいことや、2011年 度 の村税 4億 2,819万 4千 円の うち約 5%(2,085万 9千 円)を
入湯税 が 占めることか ら、観光客の減少 がそのまま村全体 の経済や生活に影響 を及ぼ し、
「観光立村 の
経済 と生活 が密接不離 の関係」5で あることが分かる。
野沢温泉は 1200〜 1300年 前 に発見 され、越後 の農家の人 々が農閑期 に味噌を持参 して長逗留をす
る湯治場 として利用 されていた。1912年 にはすでに野沢温泉にスキーが伝来 してお り6、 1923年 には
スキー倶楽部が創 立 され 、スキー による村お こしの先駆けとなった。1924年 にはスキー場 (現 スキー
場 の前身)が スター トした。当初は富裕層や大学生がスキーに来場 していたが、徐 々に一般 の人 々に
も浸透 していった。 このスキー場 ができる以前は、 この地域 の冬は雪に閉ざされ、みかん もぎの出稼
ぎに行 く人が多かったが、スキー場 の開設 により、 リフ トの運営や旅館 の仲居 といった働 く場が創出
され、出稼 ぎに行かな くても雇用が確保 され るようになつていった。
図 1は 、野沢温泉村 の観光客入込客数 とスキー場利用者数 の推移 を表 した ものである。観光入込客
数 はデー タが 1999年 度分か らしか入手できなかったが、観光客入込客数 とスキー場利用者数はほぼ
連動 して推移 してい ることが見て取れるため、ここではスキー場利用者 の推移をみてい くこととする。
これをみると、スキー場利用者数 のピー クは 1991年 度 の 110万 2千 人であるが、その後 の 7年 間で
急速に減少 し、1998年 度には 49万 7千 人 と 55%減 となつている。 その後 も徐 々に減少 し、2010年
度には 29万 9千 人 と 30万 人を割 り込んでい る。現在 は少 し回復傾向にあるものの、2013年 度は 35
万 8千 人 とピー ク時の 1/3に まで減少 している。なお、2013年 度 の観光客入込客数は 67万 9千 人 と
なってい る。
ス キー場 とともに村 の観光 は発展 してきたわけだが、前述 の よ うにスキー場 の運営は、当初 は地元
有志

(ス

キー倶楽部)が 行 つていたが、1963年 にスキー場 の権利 のすべてを村行政 に譲渡 し、行政が

主体 となってスキー場 の開発 に取 り組 んできた。しか し、団体客を優先 したことによ り個人客を逃 し、
気が付 いた ら団体客も来場 しな くなってスキー場 の経営が苦 しくな り、
2005年 には次節で述べ る (株 )
野沢温泉

(ス

キー場)を 指定 してその管理を委託 し、現在に至ってい る。

6野 沢温泉村観 光振興審議会 (2013)p.7よ り引用。
6日 本で初めてス キーが行われたのは 1911年 の新潟県 といわれている オース トリアのテオ ール・ レル
。
ド
ヒ大佐によって新潟県高田の陸軍第 13師 団にスキー が伝 えられた。
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図 1 野沢温泉村の観光客入込客数 とスキー場利用者数の推移
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出所 :野 沢温泉村観光産業課資料 よ り筆者作成。
注 :観 光客入込客数 は、宿泊客 と日帰 り客 の合計 である。

(2)観 光客 の客層
観光客の年齢層 は高 めで、 リピー ターが多 くなつてい る。若者 が少ないのは、特 に最近 の傾 向とい
うわけではなく、昔か ら多 くはなかった。ただ し、7〜 9月 には学生が合宿で訪れ、スキー場 が管理す
るグラウン ドや村が直接管理す る体育館 の利用予約 も入 る。 また、週末 1泊 旅行 の観光客が多 く、平
日の来ヽ電 は少ない。
「風俗的な ところがない温泉場」 とい うのが特徴 であ り、家族連れ が多 くなってい る。以前は芸者
衆 がいたが、1970年 代後半に、「健全な温泉街」か 「歓楽的 な温泉街」かの選択を行 い、山の 自然を
活 か した健康づ くりをイメージ した 「健全な温泉街」 としての道 を選択 した。
村 では、毎年 1月 2日 午前 6時 30分 か ら 10時 の間に、スキー場 と行政、観光協会 で協力 して、宿
泊施設 の駐車場も含め村内駐車場に駐車 している車両のナンバー調査を実施 している。図 2は その調
査結果を示 している。 これをみると、最 も多いのが関東地方 の半分弱、次いで東海地方 と近畿地方が

2割 強 と同じくらいの値 となっている。 この地域は、もとも とは大阪府 を中心 とす る近畿地方か らの
スキー客が多かったのだが、岐阜県 にスキー場ができてか らは減少傾 向にある。2014年 度7を 例に都
￨1県 98%、 大阪府 88%、 長野県 8.5%、 静岡県
府県別 でみる と、東京都 126%、 愛知県 100%、 神奈り

79%の 順 となつてお り、静岡県 も比較的多い地域 となってい る。JR利 用での来村は減少傾向にあ り、
最近 は 9割 くらいがマイカー利用 となつてい る。

7ち なみに、調査時 ス キー来場者数 は 8,009人 、 車 両数 は 2,650台 とな っ て い る。
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図 2 野沢温泉村の観光客入込客数 とスキニ場利用者数の推移
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出所 :野 沢 温 泉村 観 光産 業課 資 料 よ り筆者 作成 。

(3)野 沢温泉の魅カ
野沢温泉の魅力は、主に 3つ あげられ る。第 1に 、麻釜

(お がま)8ゃ

13ヶ 所 の外湯9、 おぼろ月夜

の館 10な どの観光施設 が村内に,点 在 し、村民が居住 してい るところがそのまま観光名所 となってい る
こ とがあげられ る。村 ではこれを、非 日常ではなく 「異J日 常を味わつてほ しい と宣伝 している。そ
れは作 りこまれたものではないため落ち着きがあると感 じさせ 、それに 「はまる」人 は リピー ター と
なってい く。第 2は 、自然湧出の温泉であ り、源泉かけ流 しとなつてい ることである。第 3は 、歴 史
の重みのあるスキー場 であ り、そのスキー場 の雪は本物 の天然雪 とい うこ とである。野沢菜発祥 の地
で もあ り、いずれも作 りこまれたものではなく 「本物」であることを ウリに してい る。 こ ういつた魅
力は、村民自身は気が付いてい なかったが、観光客にいわれて気づいたことである。
この素朴 で 「本物Jで あることを活か して、本物 の 自然体験11を 提供す る教育旅行 の受け入れ も行

9年 目となるが、東京都 の小学校や中学校 の生徒 を受け入れ、10〜 15人 単位 で分
宿 させ、 自然体験をさせなが ら宿泊施設 の人が 24時 間体制 で世話 をす る。村 の規模 がこじんま りと
つてい る。今年で

870度 か ら 90度 の高温を湧出す る温泉が 5つ あ り、天然記念物 の指定を受けてい る。高温で危険なため

｀
村民以外は立ち入 り禁止 となってお り、野沢組が管理す る。村民は野菜 をゆでるな どの 日常生活 に活用 し
ている。
9こ れ らの外湯 は村民が管理す る共同浴場である。それぞれ の外湯 は、そ の周辺 の住民が 「湯仲間」 とい
う制度 を作 り管理・ 運営 している。 電気料や水道料を負担 し、当番制 で毎 日の掃除を行 ってい る。湯仲間
は江戸時代か ら続 い ているとい う。
「朧月夜」をは じめ とした唱歌 の作詞者 として有名な、高野辰之 の記念館である。
11子 供たちに田舎 の生活 を体験 させ る自然体験以外に、子供たち以外 も対象に山菜狩 りやキノコ狩 り、カ
ヌー体験や トレッキング、星空 ス ノーシューや雪原遊覧 ツアー な ど四季 を通 じて実施 されてい る。
1。
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してお り、生徒 たちを自由に行動 させても把握 しやす く、村民全体の 目が行 き届 くことか ら可能 とな
つてい る、 とい えるのではなかろ うか。

(4)観 光振興 の取 り組み
野沢温泉村 では、毎月 1回 、スキー場 と旅館組合、村役場観光産業課 と観光協会 の 4者 で調整会議
を開催 し、各組織 で取 り組むイベ ン トや キャンペーン情報を共有 し、経費の分担や人手の割 り振 りを
行 つてい る。村民のほとん どが何 らかの形 で観光 と関わ りを持ち、大手資本 が参入 していないこ とか
ら、 このよ うな協力体制 が可能 となってい る。 このよ うな協力体制を とりなが ら、観光協会が 中心 と
マス コ ミとの関係作 りに力を入れ てい る。所属組織 が異 なって も、
ならて村全体 の宣伝を行 つてお り、
小 さいころか らの知人であ り、地域に対す る思いが強いことか ら、4者 でアイデアを出 し合 って相談・
協力 してまとまれ ることが一番 の強み となってい る。
広域観光 については、信越 9市 町村広域観光連携会議 と信越観光圏「信越 ふるさと回廊Jに 参力日し、
取 り組 んでい る。前者は、飯山市長 の呼びかけで 2012年 1月 にスター トした広域連携 の組織 である。
飯山市 を中心に中野市、山ノ内町、本島平村、野沢温泉村、栄村、飯綱街、信濃町、妙高市で構成 さ
れ ている。講演会や研修会を行 い、人材 (ボ ランティアガイ ド)の 育成 に取 り組 んでい る。2015年 春
の北陸新幹線長野 ―金沢間開通に対す るプ ロモー シ ョンや 2次 交通 の整備、共同の観光案内所 の設置
や着地型旅行 の商品化な どにも取 り組 んでい る。
信越観光圏は、長野市長 の呼びかけで須坂市、中野市、飯山市、千曲氏、山ノ内町、小布施町、信
濃町、坂城町、小川村、高山村、飯綱町、野沢温泉村、木島平村 (以 上、長野県)と 上越市、妙高市
(以 上 、新潟県)の

16市 町村が参加 してい る。「日本一のふ るさと原風景」 をキー ワー ドとす る国土

交通省認 定の観光圏である。

(5)そ の他
野沢温泉 は、比較的小規模な宿泊施設 が多 く、民宿やペ ンシ ョンを合 わせ ると約 280軒 が営業 して
いる。 ただ し、スキー客が大勢来ていた頃 に、旅館 に収容 しきれな くなった観光客を民家 に泊 めたの
が民宿であった とい う成 り立 ちか らもわかるよ うに、 トイ レ無 しの和室が全室数 の約 67%を 占めてい
る12。 このよ うな経緯 か ら食事 を提供する宿泊施設 も多 くはない と推察 され、また、後述 の外国人宿
泊客が多いことか らも宿泊のみ の観光客 も多 く存在す る。泊食分離 が進んでい るとい うより、泊食分
離せ ざるをえない状況 が ある。特に宿泊客の多い火祭 り13の 時期には宿泊施設 が満杯 とな り、村内に
ある飲食店 の数 も限 りがあるため、夕食 にあぶれた 「夕食難民」 とい う言葉 が生まれ るほどである。
前述 の北陸新幹線開通に伴 う飯山駅 の開業 に向けて、野沢温泉村村長 が早い時期に、新幹線発着 に
合 わせて野沢温泉村か ら飯山駅間を往復す る直通バ スを出す と発表 してお り、大阪→金沢→ 当地へ と
い う呼び込みに力を入れてい る。
この地域 で も東 日本大地震 の影響 で外国人観光客 は一時的に減少 したが、その影響は比較的少なか
ったとい える。それ よりも大地震 の翌 日、隣の栄村 で発生 した長野県北部地震により村 のスキー場 の
ゴン ドラリフ トが被災 し影響を受けた。 しか し、その後順調 に修理や安全点検 が行われ、観光客入込
客数 は回復 した。

12野 沢温泉村観光振興審議会 (2013)p34参 照。
13毎 年 1月 15日 に開催 され る道祖神祭 りを指 してい る。最近は外国人観光客 にも人気がある。
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2

株 式会社 野沢温泉 〈
ス キー場 )

(1)ス キー場 の歴史 と現状
前節でも述べ たよ うに、日本でのスキーの始ま りは 1911年 であ り、翌 1912年 には野沢温泉村中学
生が野沢温泉で初 スキー を行 つた。 1923年 には野沢温泉スキー倶楽部が発足 し、1963年 にはこのス
キー倶楽部が村へ移管 され 、村営スキー場 となった。当時 は ゴン ドラリフ トが 4基 であったが、その
後村営 リフ トを増や し、現在は 7基 で営業 してい る。
この間、日本経済 の成長 に伴 って多 くのスキーヤーが野沢温泉を訪れ、1991年 にはスキー場 の収益
が約 49億 5千 万円と最高益に達 した。 しか し、その後 のバブル経済崩壊による日本経済 の後退によ
リスキー場 の経営状況が悪化 し、1998年 には累積赤字、すなわち村 の借金 が増加 し 19億 円を超 える
規模 となった。そ こで村議会議員 、野沢組 14、 スキ̲倶 楽部、観光協会、」A北 信州 の代表 で構成 した
野沢温泉 スキー場経営検討会が設置 され、野沢組、」A北 信州、観光協会、旅館組合、民宿組合、宿
泊業組合、商工会、スキー倶楽部によって、2005年 に民営会社 が設 立 された15。 そ して、地方 自治法
改正による指定管理者制度 の導入 により、野沢温泉村 がこの民営会社 (株 )野 沢温泉を指定 してその
管理運営を委託 し、現在に至 っている。
民営化後 も、当初 は村営 の形を引き継 ぐ形で出向者 により運営 されていたが、早 いペースで組織作
りがなされ、2年 後には新 しい人たちで運営 され るようになった。民営化 されてか ら現在 9期 目を迎
えるが、すでに 7期 までで前述 の 19億 円の借金をすべて返済 した。 この間、ハー ド面 の対策 として
は、必要性 の低 い リフ トを休廃上 した り、 トイ レの改修や近代化 に取 り組 んだ り、スキー場 に隣接す
る駐車場 とシャ トルバ ス ター ミナル を建設 した りといつたことに取 り組 んだ。 ソフ ト面の対策 として
は、 リフ ト料金を見直 した り、仕入れや外部発注の際に競争原理を導入 した り、マスメデ ィアヘの情
報提供やタイアップ、
旅行代理店へのツアー誘客の働 きか けといつた広報宣伝活動を活発に行 つた り、
従業員 の接客 トレーニ ングや レス トランの料理やサー ビスの レベルア ップを図 った りといったことに
取 り組んだ。
このよ うに民営化 により経営を合理化 し赤字を解消 してい るが、
既出の図 1を みるとわかるよ うに、
野沢温泉スキー場 の利用者 は、ピー ク時 の 110万 2千 人 (1991年 度)か ら 35万 8千 人 (2013年 度)
と 1/3に まで減少 してい る。 にもかかわ らず経営が黒字化 しているのは、1つ には村 との協力体制が
取れ てい るとい うこ と、もう 1つ にはインバ ウン ド客の増カロがあったとい うことが大きな要因 となっ
ているといえよ う。
年間約 15億 円の売上の うち 4億 円16を 施設使用料 として村財政 に支払 い、
設備投資 2億 円の うち村
財政が 1億 円を分担 してい る。村財政ではスキー場の利益を下水道事業等にあててい るが、観光客 と
住民の活動地域が同 じため、住民のイ ンフラを整備することがそのまま観光客へのサー ビスヘ とつ な
が るためである。 また、スキー場 の株主は村民であるため、村 の宣伝はすなわちスキー場 の宣伝 とな
るといつた密接な関係 を持ち、村 と一体になってスキー場 の経営に取 り組 めるので ある。
14村 落共同体 としての 「惣」に端を発す るといわれ る組
織。野沢温泉観光協会 ホームペ ー ジによると、明
か
治 ら続 く野沢温泉村 の住人による伝統ある組織 であ り、 これが村 の生活全般 を支えてい るとい う。
15温 泉管理 と土地管理を行 つてい る野沢組が 5割 以上を
出資 し、」A北 信州は出資 しなかった。民宿やペ
ンシ ョンで組織 した民宿組合 と中間層 の宿泊施設が民宿組合 と分 かれて作 つた宿 泊業組合は、現在 は存在
せず観光協会 の 中で活動 してい る。
162012年 度、2013年 度実績。最 も多い 2005年 度は 7億 3500万 円支払 つている
。
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(2)観 光客誘客の取 り組み
スキー場 と旅館組合、村役場観光産業課 と観光協会 の 4者 が一体 となって広報やイベ ン ト活動を実
施 し、誘客 に取 り組 んでい ることは前節 で述べた とお りである。 ここでは、スキー場を中心に取 り組
まれてい る活動について述べ る。
スキー場では、野沢温泉 が夏 (グ リーンシーズン)の 集客 に弱いので、 この時期にいかに観光客 に
楽 しんで もらうかを考え、楽 しみを増やす取 り組みを実施 してい る。例 えば、ナイ トゴン ドラや ス ノ
ーバーの取 り組みである。ナイ トゴン ドラは、夏にスキー場 の山頂で星空や静寂 さを楽 しんで もらう
ものである。夏休みの毎土曜 日の 5回 を計画 したが、今年 は天候 が悪 く 2回 しか実施 できなかった。
同様 にス ノーバー も、 ゴン ドラ山頂駅付近 の小屋 の地下室を改装 した雪室で、雪中貯蔵 した リンゴを
ふるまった り酒 を販売 した りす るものである。7月 中旬か ら 8月 下旬 にかけて、スキー場内を走る全
長約 10kmの マ ウンテ ンバイクコース もオープンしてお り、大会 も開催 される。 さらに、今年はスキ
ー場 を利用 して、マ ウンテ ィン トレイルの 2つ の大会 も開催 された。
も う 1つ の楽 しみを増やす取 り組みが、野沢温泉物語 のブ ラン ド化 である。黒文字 を入れて香 りづ
けを した焼酎 「樹 の香 (み きのかお り)」 17ゃ 湧水 を詰 めたペ ッ トボ トル天然水 「雪山清水 (ゆ きやま
せいすい)」 を作 り、 ともに野沢温泉物語 のブ ラン ド名 を付けている。

(3)イ ンバ ウン ド観光の現状 と取 り組み
イ ンバ ウン ドリフ ト券 の扱 い をみると、2011年 の東 日本大震災 の影響で 2012年 には少 し減少 した
が、2013年 には 7,000万 円超 とな り 2010年 の 3,600万 円か らほぼ倍増 してい る。野沢温泉村観光振
興審議会 (2013)に よれば、国別宿泊者 でみるとオース トラ リアが 76.5%を 占め、これに台湾 7.3%、
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図 3 野沢温泉村の外国人宿泊者数
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出所 :野 沢温泉村観光振興審議会 (2013)p33よ り,1用 。

17企 画をスキー場で行い販売は村内の種類販売店で行 う。
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シンガポール 3.5%、 アメ リカ 2.4%と 続 い て い る。 また、図 3は 野沢温泉村 の外 国人宿泊者数 を示 し
てい る。図中の斜線部分 はオ ース トラ リア人 の宿泊者数 を示 してい る。これ をみ ると、2007年 に 1,000
人弱であ つた宿 泊者 がみ るみ る増 カロし、 2011年 には 6,000人 強 とな つて い る こ とがわか る。
外 国人客 には、天然雪 100%の パ ウダー ス ノーの 良 さと村 の 日本的情 緒 が好 まれ てお り、 ニセ コ、 自
馬以外 の 面 白いス キー 場 として ロ コ ミで広 がった。 ス キー場 のホー ムペ ー ジや パ ンフ レ ッ トも英語、中
国語、韓 国語 、 日本語 の4ヶ 国語 で作成 し、外 国人誘客 に努 めて い る。

(4)近 隣地域 ・ 団体 との連携
5年 ほ ど前 に野 沢温泉 もス ノー リゾー トア ライ アンス18に カロ
盟 し、そ の費用 を一部旅館 で組織す るイ ン
バ ウン ド協議会 とともにス キー場 も負担 してい る。 このア ライア ンス では、オ ース トラ リア の新 聞や雑
誌 へ の広告 掲載 、メデ ィア 関係者 を招 いた視察会 な どを行 い 、誘 客 を図 ってい る。2013年 には、台湾 ス
キー エ キ スポ に も、 ブー ス料金 を ス キー 場 が負担 して参加 した。
野沢温泉 ス キー場 と戸狩温 泉 ス キー場 、斑尾高原 ス キー 場 で協力 し、 3ヶ 所 のス キー 場 を結ぶ周遊 バ
ス を走 らせ てい る。

3.― 投社 団法人野沢温泉観光協会
(1)観 光協会 の変遷
観光協会 は1967年 に村役場内に事務局を置 く形で任意団体 として設 立 された。その会員 として、旅館
組合、商工会、民宿組合、スキー場食堂組合、料芸組合、理美容組合、土建組合、野沢組、村議会 、観
光青年会、長野電鉄が名 を連ねていた。各団体が持ち回 りで企画・運営をするケースが多 く、そのため
に観光協会 のイベ ン トであって もイベ ン トご とのつ なが りが薄 く、また観光協会 としての 自主的な活動
も行いにくい といった課題 を抱 えていた とい う。
景気が厳 しくな り観光協会事務員を独 自に雇用す るのが困難 とな り、2004年 3月 31日 に観光協会を解
散 した。組織を再編 し、旅館組合、民宿組合、宿泊業組合、商工会を会員 とする観光協会を同年4月
に村役場内を事務所 として設立 した。村役場 の観光課長19が 観光協会事務局長を兼任

1日

し、2人 のプロパー

を抱える形での再 スター トであった。 しか し景気 の悪化によりさらに運営が厳 しくな り、行政 もタッチ
して2008年 春 より観光協会 の建て直 しに着手することになった。 1年 ほどかけて関係者 で議論 を重ね、
「合同会社」 とい う形にす るこ とが建て直 しには一番ふ さわ しい との結論 に至った。「合同会社」を選
択 したのは、法人格にす ることによつて活動 の幅 が広がること、出資者 が職員 となることで地域全体が
運営に携 わるこ とが期待 で きると考えた ことが、その理由であつた20。
こ うして2009年 2月 17日 に、合同会社野沢温泉観光協会が設立 された。任意団体 としての観光協会は
これをもつて解散 となった。これまでの任意団体 の形では難 しかった観光協会 としての独 自の取 り組み
が、 これによつて可能になった。 この新たな観光協会では、団体は会員 とせず、個人会員すなわちや る
18自 馬村、志賀高原、野沢温泉、妙高高原 で外国人観光客誘客に力を入れてい る宿泊施設等が 「ス ノー リ
ゾー トアライア ンス」を結成 し、誘客や域内ネ ッ トワー ク化、長期滞在化 に取 り組んでい る。
19「 観光課長」 とい う肩書きについては、 ヒア リング調査 で開いたままに記 した。
2。
当時は 「一般社団法人」 とい う形 がまだ無 かつた ことも、合同会社 が最適 であると考えた理 由であると
い う。
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気 のある人によつて運営 してい くこととした。会員 は個人のみ としたが、300名 を超 える個人が出資 し
て観光協会 にカロわつた。出資金 とはいずれ は返 さなければな らないお金 であることもあ り、観光協会 と
して自ら稼 ぐことがで きるよ うにと同年6月 にまずは第3種 旅行業 を取得す ることで、会員 の宿への宿泊
斡旋 による手数料徴収21ゃ ッァーの手配 が可能にな り、観光協会 としての収入 の道 が開いた。同年 12月
には、役場内にあつた事務所 を温泉街 のホテル跡地 に移転 した。
しか し設立当初 か ら合同会社 とい う形であつてもや りにくい面があるとい う認識 があ り、今後 を見据
えて2012年 度 に1年 間かけて 「一般社団法人」への組織形態変更 とい う検討 を進 めた。そ して2013年 度
には観光協会会員皆を集 め、観光協会 としてやることは変わ らないが組織形態 が変わるとい うこ とを1
年 ほどかけて説明 し納得 して もらった。こ うした経緯 を経て2014年 4月 1日 に一般社団法人野沢温泉観光
協会 を設立 し、合同会社 は解散 した。一般社団法人 としての新 たな観光協会 では、個人 でも団体でも、
「加入金」(=返 還 しなくてもいいお金)に よつて入会できるように した。約 300名 の個人 と、3団 体 (農
協、スキー場、旅館組合)が これに加入 した。 同年6月 には第2種 旅行業22を 取得 した。第3種 旅行業を
取得することによつて既 に着地型旅行商品を手 がけるようになつていたが、 これに加 え、第2種 を取得
することで、た とえば野沢温泉には隣接せず離れた ところにある善光寺へ の 日帰 リツアー を組んで宿泊
客 を送客すること等 が可能になった。ただ し、これ らの旅行商品の販売手数料 だけでは組織 の運営費を
賄 うことはできてお らず、現在 は 1つ の収入手段 とい う位置づ けである。イベ ン ト収入 もあるものの、
こちらは持ち出しも多い。現在3人 体制 で2箇 所 の観光案 内所 を運営 してい るが、その人件費は行政 か ら
の補助金2,600万 円か ら支 出 されてお り、パ ンフ レッ ト発行 の費用 もこの補助金によつて賄われてい る。

(2)観 光振興 の取 り組み
野沢温泉観光協会 による独 自の取 り組み として、以下の事業を行 つている。
①特産品事業
温泉街 26箇 所 に 「集印台」を設置 し、専用 の集印帳 (案 内所などで 300円 で購入す る)に 13以 上
の集印 をす ると記念品 (岡 本太郎氏が 「湯」文字をデザイ ンした 「湯 タオル」)力 ｀もらえるとして、こ
れを通 して温泉街巡 りを楽 しんでもらお うとしてい る。 また、岡本太郎氏による 「湯」文字グッズ各
種商品を展開 し、 これによつて湯沢温泉の宣伝を している。
② 自然体験事業 (着 地型旅行商品)
自然 も雪も温泉 もすべてが 「本物」 として、四季それぞれ に自然 と地域 の暮 らしに触れて もらうた
めのガイ ド派遣や講師斡旋等を行 い、野沢温泉の良さを体験 してもら う多様 なプ ログラムを展開 して
い る。ふるさと体験プ ログラム として 「つ る細工体験」「おやき作 り体験」「そば打ち体験」を、 自然
21後 述す るが旅館組合 も第 3種 旅行業を取得 してお り、組合員 の宿 の斡旋 を行 つてい る。旅館組合 にカロ
盟
ペ
ンシ
ョン
280軒
めると
近
い
の
の
等
も含
して る は 24軒 宿泊施設だが、村全体 でみる と宿泊施設は民宿や
くある。旅館組合 による宿泊施設斡旋 は加盟施設 のみが斡旋 の対象 であ り、観光協会は民宿 も含む協会員
の施設 を斡旋 してい るので、それぞれ による斡旋 があることによつてよ うや く村 の宿泊施設 のおお よそ全
体 がカバー され るよ うになってい る。
22第 3種 旅行業お よび第 2種 旅行業には、取 り扱 える業務 の内容 に違 いがある。
・第 3種 旅行業 :国 内・海外 の受注型企画旅行 の企画・実施、国内・海外旅行 の手配及び他社 の募集型企
画旅行 の代売を行 うこと。 また、実施す る区域を限定 (出 発地、 目的地、宿泊地および帰着地が営業所 の
存す る市町村 、それ に隣接す る市町村、および、観光庁長官 の定める区域内に収 まつてい ること)し 、国
内の募集型企画旅行の企 画・実施 が可能。
・第 2種 旅行業 :国 内の募集型企画旅行 の企 画・ 実施、海外・ 国内の受注型企画旅行 の企画 ,実 施、海外
旅行・ 国内旅行 の手配及び他社 の募集 型企画旅行 の代売 を行 うこと。
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体験 プ ログラム としてはた とえば、春 には「春 の山菜採 りと湯めぐり体験」「竹 の子狩 り&ト レッキン
グ」な ど、夏には 「森林浴 トレッキング」「ナイ トトレッキング」 など、秋 には 「旬きのこ狩 り体験」
「野沢菜収穫体験」など、冬には「星空 ス ノー シュー」「雪原遊覧 ツアー」な どを展 開 してい る (2014
年 3月 1日 現在)。
③野沢温泉 の ざわな蕪四季 (か ぶ しき)會 社事業
野沢菜 と野沢温泉 のイメー ジア ップ、心のふれあいイベ ン トとして、1990年 に立ち上げた。燕主に
なることがで きるのは野沢温泉住民以外 とし、蕪主出資金は 1蕪 (1日 )5,000円 、2蕪 (2日 )6,000
円、3蕪 (3日 )7,000円 、蕪主には 12月 と 1月 の年 2回 野沢菜漬を送 る (1蕪 で各
2kg、

lkg、

2蕪 で各

3蕪 で各 3kg)。 これにとどまらず 、この事業の一番 の 目的は交流であ り、11月 1日 「野沢菜 の

日」に開かれ る蕪主総会は蕪主 とその同伴者 の参加が可能 として、
野沢菜収穫体験や上ノ平高原散策、
および野沢菜料理 と地酒で地元 の人 と蕪主 との交流 の場を提供 している。これには昨年 (2013年 )は

240名 ほどの参加があった。 ほかに も、蕪四季思情

(か が しき しじょ う)と

い う野沢菜 と野沢温泉 の

観光情報を春夏秋冬に送 るなど、多様なイベ ン トや特典を用意 し野沢温泉のファンづ くりを行 つてい
る。年齢 の高い蕪主が多いが、毎年

500‐ 600名

の 申 し込みが あ り、6割 ほどが継続 している。

④観光大使事業
地元 の人か ら推薦 を受けた地元民以外 の人を任命 している。現在 100名 ほどを任命 している。
⑤駐車場管理事業
スキー シーズ ン中の駐車場 2箇 所 の管理を任 されてい る。かつて村役場に事務所を置いていたこと
の名残 としての事業である。 ここの運営には人件費 (管 理人 の雇用な ど)と 除雪費で年間 700万 円ほ
どかかるものの、
駐車料金 としての収入は 300万 円ほどに留ま り、
約 400万 円の大赤字 の事業である。

(3)そ の他
スキー場、旅館組合、村役場観光産業課、観光協会 とい う4者 による調整会議 を月 1回 開催 してい
ることは前述の通 りだが、 これ らの主体 との連携 だけでな く観光協会 はこれ以外 の多様な主体 とも連
携 しなが ら観光振興に務 めてい る。

JAと の連携によって農業分野での誘客対応 を行 つてい る。広域観光連携事業 としては、前述 の信
越観光圏や信越 9市 町村広域観光連携 に加 え、北信濃観光連盟23、

Mt.624、

ゥォー キング協会関係等 々

23北 信濃観 光連盟 は、「北信濃地域 の観光事業及 び産業 の推進 を図る こ とを 目的 として

」 1982年 5月 締結
された連盟である。北信 濃地域 の観光協会、自治体お よび 交通事業者 で構成 され てお り、 (財 )な がの観光
コ ンベ ンシ ョンビュー ロー に事務局 が置 かれてい る。
2010年 4月 現在 の構成 メ ンバー は、以下 の通 りである
(財 )な がの観光 コ ンベ ンシ ョンピュー ロー 、 山 ノ内町 (観 光商 工課 )、 川 中島バ ス (株 )(企 画営業
部 )、 長野電鉄 (株 )(総 務部 )、 千曲市観光協会、信州高山温泉 lF6観 光協会、信濃 町観光協 会、須坂市
観光協会、信州 なかの観光協会、信州 いいやま観光局、戸 隠観光協会、鬼無里観光振興会、信州新町
観光協会、木 島平村観光協会 、野沢温泉村観光協会、小布施文化観光協会、飯綱町観光協会、小川村
観光協会、坂城 町 (産 業振興課 )
24 Mt6(マ ウン トシ ックス)は 野沢温泉 ・蔵 王温 泉 ・ 草津 ・ 白馬 人方尾根 ・妙高高原 が 、 1999年 6月 に
「リゾー ト文化 の創造 と継承 Jを 誓 い合 つて組 織 した もので ある これ ら 6ヶ の
。
所 山岳 リゾー トは 、 ス キ
ー と温 泉 を中心 として発展 して きた。彼 らによる とこれ ら 6ヶ 所 は、 日本 の 山岳 リゾー トの 中で も格別素
晴 らしい 自然景観 を有 してお り温泉保養地 として も広 く知 られてい る、 国際的なイ ベ ン トや国際交流 も盛
んに行 なわれ 、 日本 の リゾー トの顔 とな つてきた場所 であるとい う。歴史 と伝統 と文化 が息づ くリゾー ト
として誇 りと自覚 を持 ちなが ら、今後 もお客が心か らリラ ックス しリフ レッシ ュできる リゾー トとなれ る
よ う努力す るために、互 い に情報交換 を行 ない なが ら、 よ り質 の高 い サー ビス をお客に提供 したい と考 え
ている とい う。 この ために Mt̲6で は次 の 3つ の約束 を掲 げている
:

:
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との連携事業 も行 つて い る。受 け入れ体制整備事業 も行 つてお り、関係機 関 と連携 し、接遇講習会や
ガイ ド養成事業等 を開催 して い る。イ ンバ ウン ド事業 としては、地元 の宿泊施設

18軒 と連 携 してイ

ンバ ウン ド協議会 を設 立 し、協議会 の事務局 を観 光協会 の 中に置 いて 、誘致 プ ロモー シ ョン事業 を展
開 してい る。

4.野 沢温泉旅館ホテル 事業協 同組合

(旅 館組合 )

(1)旅 館組合 の現状
旅館組合 が設 立 されたのは 1991年 3月 であるが、今か ら 112年 前 の旅舎組合 がその母体 となって
い る。現在 の組合員数は 24名 (24軒 が加盟)で ある。加盟 の出入 りは少なく、昨年は 2軒 増 と 1軒
の廃業 があつた。旅館組合 には理事長 と理事 6名 がい るが、新たに加盟す るためには理事 2名 の推薦
が必要 であるとしてい る。
旅館組合 は 「野沢温泉 の温泉を大事に しつつ、1人 でできないことを皆で力をあわせて、宣伝 をす
盟す る旅館 を対象 とす る宿泊先手配をする
ること」 を目的 としてい るとい う。 たとえば旅館組合にカロ
ために、20年 ほど前に旅館組合 は第 3種 旅行業を取得 してお り、旅行業部門には野沢温泉湯探歩 (ゆ
たんぽ)観 光 とい う愛称 も名付 けて活動を展開 してい る。旅館組合 のホームペー ジを通 して も積極的
に様 々な宿泊プランを企画提供 してい る。「旅館組合 だか らできるこの価格

!」

とい う見出 しをホーム

ページ上に掲げ、た とえば 1泊 2食 付 プ ランであつて も、リーズナブル (8,800円

)、

納得 のプライス

(12,000円 )、 ちょつと贅沢 に (16,500円 )25、 とぃ ぅょ うに多様 な選択肢を提示 してい る。 あるい
は朝食付 (夕 食無 し)連 泊プランや 、野沢温泉 リフ ト券付 スキープランのある温泉宿を ご紹介 と謳 う
など、さまざまな宿泊プランを紹介 してい る。

(2)旅 館組合 の取 り組み
野沢温泉には昔なが らの風習で 「まぁまぁ、 さあさぁお茶でも」 とい う家庭 的なもてなしが当た り
前になされ る土地柄 。人柄 が残ってい るとい う。地元の人間が、素朴 に、自然体に、お客 に話 してい
ることが、お客の側 か ら見ると 「おもてな し」 と感 じてもらってい るようであ り、その ような風土を
気に入 つてい る客が多 くリピー ター にもつ ながつているとい う。
旅館組合 のホームペー ジにおいて旅館組合 プランの中に 「竹 の子祭 り・屋台村」 の紹介 があるが、
これ も上記を背景 として展開 され るようになつたものであるとい える。竹 の子 (根 由が り竹)狩 りを
行 うことは元 々、地元の行事であつた。地元住民の家族等 でこれに出か けてい るところに、宿泊客も
どうぞ ビー緒 にと誘 うよ うにな り、それに着 日した観光協会 が 4年 ほど前か ら、観光協会受付で 6‐ 7
月 の閑散期 のイベ ン トとして竹 の子祭 りを開催するようになつた。同様 の取 り組み として山菜採 りも

1

日本 を代表す る山岳 リゾー トとしての誇 りと自党を持 ち、訪れ る人 々の健康を願 い、誰 か らも愛 さ
れ、誰 もが満足 できる、充実 したサー ビス を目指す。
2そ れぞれ の地に刻まれてきた歴史 と伝統 と文化 を大切 に しなが ら、つ ねに学び 、つねに努力 を重ね、
互いに切磋琢磨 しなが ら、21世 紀に求 められる個性 と哲学 のある山岳 リゾー トを目指す。
3豊 かな 自然環境 を守 り、山岳 リゾー トが成 し得 る社会的貢献 を実施 し、スポー ツ、 レジャーの発展
と地域経済活性化 のた めに リー ダーシ ップを発揮す ることを目指す。
(出 所)http:〃 ww‐ mt6jP/modules/t噸 a1/(2015年 2月 16日 閲覧)
25こ れ らの価格 については、2014年 7月 15日 に閲覧 した野沢温泉旅館組合 ホームペ ージによる。
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挙げられる。 あるいはきのこ狩 リプランも同様 であ り、 この申込みは旅館組合 まで とホームページに
てアピール されている。 自分たちの当た り前

(日

常生活)に 観光客を巻 き込む ことが、彼 らには 「お

もてな し」と感 じられ、リピー ター にもつながる。これ が野沢温泉 のおもてな しの仕方 であるとい う。
7‐

8年 前に 1度 実施 したことがある 「夕焼けバ ス」 とい う取 り組みが、旅館組合 によって今年再興

された。作詞家 の高野辰之は野沢温泉村を終焉 の地に選んだ人物であるが、彼が作詞 した唱歌である
「ふ るさとJ「 朧月夜」 の生誕 100周 年を今年迎えることを記念 して 「夕焼けバ ス」 を企画 した とい
う。旅館組合加盟 の各旅館か ら協賛金を集 めての企画の実施であ り、売 り方は各旅館 の 自由とした。
これは旅館組合が第 3種 旅行業を取得 してい ることか ら可能な取 り組みであるとい える。バ スの座席
は予約制 で、参加希望者は宿泊 してい る旅館あるいは旅館組合に申し込む。 夕食前 の 1時 間 40分 ほ
どの所要時間で、運行ルー トで示 された村内各所 のバス停 か らバ スに乗 り込み、村 か ら 30分 ほど標
高 1000mほ どのグ レンデ 中腹 にある上ノ平高原「見晴 らし台」か ら千山川 を一望 し沈む夕 日と夕焼け
を楽 しみつつ、 日本人の心に刻まれた唱歌を大切な人 と一緒に合唱 しよ う、ボ ランテ ィアガイ ドも同
乗 し村 の名所や歴史 も案内す る、 とい うものであった。大人 800円 (往 復)、 子供 400円 (往 復)で
販売す るこ ととしたが、夕焼 けバ スのチケ ッ トを持 ってい る人はバ ス利用 の当 日または翌 日に限 り、
おぼろ月夜 の館 の入館料 を無料 とする特典 もつ けた。おぼろ月夜 の館 の入場料 は旅館組合 が負担 して
い る。今回の夕焼 けバ スは、10月 の火曜、木曜、土曜、および連体 の場合は 日曜 も走 らせて、計 14
日運行 した。 ヒア リング調査 では聞 くこ とができなかったが新聞記事26に よると、野沢温泉村 のこの
見晴 らし台は 「日本 の夕陽百選27」 に選ばれてい るとともに、見晴 らし台付近にはスス キが茂 り、10
月中旬頃か ら周囲のブナ林が黄色 に染まるとい う。同紙 では旅館組合 の話 として、彼 らが 「lo月 は夕
日が最 も映える」 と PRし てお り、観光資源 の一つ としたい考えであることを伝 えてい る。
これ らの取 り組みは、閑散期にイベ ン トを作 り出す ことによる誘客、そ して参加するには必ず宿泊
を伴 うもの、として企画 されている。竹 の子祭 りも実施時間は 18時 30分 か ら 20時 30分 まで として
企画 されてい るし、夕焼けバ ス も村内での宿泊が必要 となるよ うな時間帯での企画である。
なお、上記 のよ うな商品企画以外にも、旅館組合 では温泉 のレジオネラ検査を自ら実施 している。
長野県では年 1回 の実施 としているが、源泉かけ流 しであることか ら旅館組合 では 1浴 槽 につ き年 2
回実施することとし、 レジオネラ菌が決 して出ない ようにきちん と管理 してい る。

(3)そ の他
年間 65万 人の観光客が野沢温泉を訪れるが、かな りの人数 の観光客が毎年 1月 15日 に開催 される
道祖神祭 りの前後 に集 中 してい る。道祖神祭 りとは無形文化財 の指定を受 けてい る火祭 りで、Fむ e
Fest市 alと して外国人宿泊客にも人気が高い。調 べ た ところお祭 り前 日の 1月 14日 には 1,900人 ほ

どの宿泊者がい るといい、外国人 も多い。 この うち 65%が 外食す るが、村内の飲食店 の全テーブルの
キャパ シテ ィを超えてい ることにより「夕食難民」とい う現象が生 じていることは前述の通 りである。
客の過度な集 中、中で も外国人宿泊客の火祭 りへ の集 中をいかに 2‐ 3月 に分散化す るかが、大きな課
題 として認識 されている。外国人 が野沢温泉に求 めているのは、パ ウダース ノー と日本的情緒である
パ ウダース ノーの雪質はちょうど火祭 りの頃が もつ とも良い状態 にある。このため、
と考えてい るが、
分散化 はなかなか難 しい問題 である。

26「 野沢温泉 「夕陽百選」見晴 らし台 10月 限定でバ ス運行」
『 信濃毎 日新聞』2014年 9月 30日 、
http7ww‐ shinetsu‐ navl』 p/2014/09/30̲044802.php(2015年 2月 12日 閲覧)。
27 bJPo法 人 「日本列島夕陽 と朝 日の郷づ くり協会」による選定。
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イ ンバ ウン ドヘ の取 り組みについての考 え方については、旅館 ごとに温度差 がある。全館外国人 の
宿泊で もよいとして外国人宿泊者 の受 け入れに積極的である旅館 も何軒 かある一方で、外国人宿泊者
には 5ル ーム しか提供 しない (5ル ームまでは積極的に受け入れるが)と す る旅館 もある。後者 の理
由は、外国人宿泊客の予約は 日本人宿泊客 よりもかな り早いタイ ミングか ら入 る、 とい うことにある
とい う。受 け入れを 5ル ームまで と限定 しておかない と全ての部屋 が外 国人宿泊客で埋まつて しま う
こともあ り得 て、長年お付 き合い をしている日本人宿泊客

(

いつ ものお客 さん")で あつて も予約 が

取れ なかった とい うことに為 りかねないか らだとい う。 どの ようなお客 さん と長 くお付き合 い したい
かについては旅館それぞれ の考 え方があ り、それ が多様な対応 につ ながってい るとい うことである。
宿泊客のピー クは 1991年 であった。 しか し、全旅館 の客が減 つてい るわけではなく、差が出てき
ているとい う。 ある旅館 は売上 。人数 とも変化な しで下げ止ってい る。努力 している旅館はあま り宿
泊者数 が減少 していない とい う。
民宿 の中には、夏の営業を取 りやめ、冬だけに変更 した ところもある とい う。世代交代 が うまくで
きていない ところに、そのよ うな傾 向が多 くみ られるようである。
北陸新幹線 が 2015年 春に開業するが、それに伴 い野沢温泉に近い飯山駅 にも新幹線駅 がで きる。
金沢まで車で 3時 間かかるが、新幹線 だ と 1時 間で着 く。飯 山駅 と野沢温泉の間はバ スで 20分 の近
さであ り、今まで と違 い金沢か ら野沢温泉 が近 くなることをいかにアピールするか も課題 であろ う。
このとき大切なのは、北陸の旅館 との違 い を PRす ることだ と考えてい る。①大型施設が多い北陸に
対 し、野沢温泉 は小規模施設が多いこと、②海 の北陸 に対 して、山の野沢温泉、③旅館内に宿泊客を
囲い込むよ うな北陸の宿に対 し、野沢温泉は旅館 の中に娯楽施設や土産店を作 らず積極的な街歩きを
促す とい う接客の手法の違 い、など異なる面が様 々存在す る。 これ らもアピールポイ ン トだろ うとい
う見解 が示 された28。

終わ りに
野沢温泉 には 「野沢組」 とい う住人 による組織が存在 し、 これが村 の共有財産である山林や水利権
や温泉を守 り、村 の生活全般を支 えてい るとい う。村民 は税金以外に、世帯毎 に野沢組 に対 し「組費」
を支払 うことになってお り、組費は世帯 の事情に応 じて公正に金額 が定 められている。組費 は野沢組
の財源 のひ とつであるが、主な財源は共有林 であるスキー場ゲ レンデの借地料である。 これ らの財源
をもとにして、温泉や山林 の管理、川 の堰払 い、公共施設 の雪下 ろし等や祭ネLに ついて、費用負担を
伴いなが ら手がけてい る。
野沢組は 1名 の 「正惣代」を頂点 とし、2名 の 「副惣代」 とともに、 この 3名 が常任 で組織を支え
ている。野沢組 の共有財産を管理 し、住民の生活 と財産を守 る。過去 からの ものを変えずに伝えるこ
とが使命 とされてい る。僅かな手当ては支給 されるものの彼 らはほとんど手弁当に近い状態 で忙 しい
職務 に当たってお り、正副惣代は名誉 と村民からの尊敬を集 める役職である。惣代は村人か ら「さん」
付けで呼ばれるが、公的機関の長や職員は呼び捨 てで呼ばれ ることさえあるといい、 このことか らも
惣代 がいかに村民の尊敬 を集 めてい るかが窺 えよ う。村長 でさえ解決 できない問題であつて も、正副

28た だ しこれについては、旅館組合理事長 とい う立場 か ら旅館組合 を代表す る見解 であるのか、一宿
泊施設 の経営者 としての見解であるのか、不明である。
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惣代 の一言で解決する といわれるくらいの大きな存在 となってい る。
この よ うに村 の中では絶大な 権限"を 有する存在 であることか ら、特定の個人 にそれが集 中 しな
い よ う正副惣代 の任期は 1年 とされてい る。正副惣代 は任期中の 1年 は本業 の仕事を休 んで任務 に当
たる。毎年選挙が実施 され新 しい正副惣代が選 出されるが、実際 にはおおよそ誰 が次の惣代になるか
の暗黙 の了解 がある中で決まってい くとい う。正惣代はおお よそ 60代 前半の人が、副惣代は 50代 後
半か ら 60代 の人が選ばれ る。正副惣代に加 え、彼 らの下には野沢温泉各地区での選挙によって選ば
れた協議員 がい る。 これ らのメンバー によつて野沢組では議会 のよ うなものが構成 され、全員一致を
原則 として様 々な ことが決められている。
野沢温泉ではスキー場、旅館組合、村役場観光産業課 、観光協会 とい う4者 による月 1回 の調整会
議 によって多様なことが調整 され決められていると、本稿 では繰 り返 し記 してきた。実は彼 らの背後
に野沢組 とい う組織が存在 してい ることも当地の観光 の振興に大きな役割 を果た してい る、とい える
のではないだろ うか。野沢組はた とえばスキー場 の最大 の出資者 であるが、運営 には口を出さない と
い う立場を取 つている。 しか しなが ら野村温泉 の住民 は常 に、村全体・ 村みんなのために貢献 してい
る野沢組 の存在を強 く意識 してい る状態にあ り、 このことによつて公の立場 で観光を振興する者 にお
いて も、特定の主体

(た

とえば自身の属す る組織 のみ)の 利益最大化 にこだわることをよしとせず、

野沢温泉全体 として考 えたな らば何が最適 かとい う観点か ら物事を考えなければな らない (考 えざる
をえない)と い う状態 に置かれてい るとい えるのではないか。そ してこれを、野沢組 による暗黙の影
響力 とい うこ とができるのではないだろ うか。
そ うであるな らば野沢組による暗黙 の影響力は、多様な主体 が関わる観光振興において、連携 が必
要な局面において発生 しうるコンフ リク トの克服 に貢献 し、全体最適 とい う観点か らの決定へ と導 く
調整 メカニズムの役割 を果た してい るといえるのではないか。 さまざまな地域 において、多様な主体
による連携 によって観光を振興 しよ うとする試みは多 く見 られ る。 そ こでたいてい問題 となるのは、
多様な主体の利害関係 をいかに乗 り越え全体 としての調整 を図るかである。野沢温泉 のケースはこの
解決 に関す る興味深 い一例であるとい えよ う。
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